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毎週水曜日／12時30分～１時30分

３）意義ある業績賞候補プロジェクト募集応

募基準は

①地域社会の重要なニーズに取り組む

②資金援助のみでなく、クラブの会員の大半

　が直接活動に参加する

③クラブの規模と利用可能なリソースに釣り

　合ったものである

④地域社会でロータリーのイメージを向上さ

　せるものである

⑤他のロータリークラブの模範となりうるも

　のである

⑥本賞が授与されるロータリー年度に実施さ

　れたものである、１月 23 日締め切り

○クラブ関係

　熊本被災地への自転車送付プロジェクトを

応募したいと思います。最初から関わってこ

られた五十嵐会員にお願い致します。

■熊本県宇土市長様よりお礼の手紙
　この度は平成 28 年 4 月 14 日、16 日に発生

した熊本地震による本市の被災に対し、心の

こもった救援物資を頂戴しましたこと、心か

ら厚くお礼申し上げます。

現在、本市では 143 戸の応急仮設住宅が建設

され、350 名の方が生活されておられますが、

このたび頂きましたリサイクル自転車につき

ましては応急仮設住宅で生活されている方々

に提供させて頂きました。

　地震から７ヶ月が経ち市民生活は少しずつ

落ち着きを取り戻しつつありますが、市民が

震災前の生活に戻るにはかなりの時間が必要

■司　　会　副 SAA  内田　　敏

■開会点鐘　会　長　青木　邦弘

■斉　　唱　手に手つないで

■出席報告

■本日の欠席者
北澤、安藤 (公 )、増田、二宮 (麻 )、

佐藤 (真 )、滝澤

■他クラブ出席者
増田、安藤 (公 )、佐藤 (真 )、滝澤

(岩沼 RC)

■会長報告
　今年最後の例会となります。

　クリスマス例会でソプラノを披露頂いた朝

倉春菜さんのリサイタルが３月３日大倉山記

念館で開催されます。演歌も良いですがクラ

シックもなかなかのもんだと矢田会員が言っ

ておられました。大勢で行きたいと思います。

○地区関係

１）地区拡大増強セミナー

日時　１月 24 日

場所　ソシア 21

　関口会員、宜しくお願い致します。

２）インターアクト年次総会

日時　１月 29 日

場所　桐蔭学園高校にて開催

　オブザーバーとして県立旭高校から先生１

人と子供達３名と五十嵐会員が参加されます。

本日の出席数         20 名

本日の出席率    76.92 ％ 修正出席率          100 ％

会員数　 　 　    31 名

２０１６年１２月２１日 第２２７２回例会　VOL. ４８　No. ２３



独自の編成で聴かせる新しい感覚のヒーリ

ング音楽を目指しています。全 12 曲全てが

四人の作曲家による新曲、書き下ろしで、私

柳澤は３曲提供しています。ホームページ

(http:www.e--.com) ではサンプルもご視聴頂

けますのでご興味がおありの方は是非ご覧下

さい。CD は amazon.co.jp にて税込 2,700 円

でご購入いただけますが、直接購入の場合は

消費税分サービスとさせて頂きます。よろし

くお願い致します。

■５分間情報　　　　　　　　  　田川　富男

　11 月 30 日夕方 5 時半より仕立屋にて、研

修会を開催致しました。メンバーは内田会員、

北津会員、増田研修委員長、自分の４名が出

席しました。

　増田委員長からのテーマは「職業奉仕につ

いて」との指示を受け討議しました。周知の

事ですが、５大奉仕の中に職業奉仕がありま

すが奉仕活動的には職業奉仕の歴史は長く、

他の奉仕部門に大きく影響を与えています。

　クラブ設立された当時にさか上りますが、

先輩ロータリアンは熟知されている決議 23-

34 (1923 年・大正 12) が採択され職業人、ロー

タリアンの道徳的な考えをまとめました。そ

の後、ロータリー宣言が発布され、職業奉仕

としての４つのテストの原案である倫理論で

は最初は７つのテストでした。しかし、これ

では長いと考えて 1943 年 ( 昭和 18 年 ) に「四

つのテスト」を職業奉仕のプログラムのーつ

として決定しました。現在では職業奉仕だけ

では無く、口一タリアンの座右の銘として、

74 年が過ぎても大切に扱われています。

　活動方法については、具体的な意見は出ま

せんでしたが、小、中学生ではありませんが

職場訪問や工場見学もある意味では活動と思

います。

■社会奉仕委員会　　　　　　　  五十嵐　正

　青木会長からもご案内のように、来年２月

４日㈯に「女性のためのがんセミナー」と題

して、講演会を行います。これは大川会員の

全面的なご協力により行うことが出来ます。

　日時は２月４日㈯にサンハートにて午後 12

時 30 分開場、午後１時開演で約３時間を予定

しております。入場は無料です。

　チラシにあるように申込制をとっておりま

すので、チラシの裏面に必要事項を書いて、

クラブ宛 FAX をお願いします。また、クラブ

HP、QR コードから携帯からも申込が出来るよ
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です。今回頂きましたリサイクル自転車は、

被災された方々の今後の仮設住宅での生活及

び生活再建に、欠かせないものになっていく

かと思います。

　宇土市は今後「元気な宇土市」を目指し、

市民と力を合わせて一日も早い復旧復興と活

力あるまちづくりに取り組んで参りますので

今後ともご支援、ご協力を賜りますようお願

い申し上げます。この度のご厚情に対し、書

中をもちまして取り急ぎお礼のご挨拶とさせ

て頂きます。　　　　　 　　　　11 月 30 日

　     　　　　　　　宇土市長　元松　茂樹

■宇土ロータリークラブよりお礼
　この度は，ご多忙のなか横浜市への放置自

転車払い下げ要望書提出のもと、多くの自転

車を遠路熊本までご送付して頂きましたこと、

誠にありがとうございました。衷心よりお礼

を申し上げます。皆様のお心遣い、ロータリー

精神の奥深さに接し、感激を新たにしている

ところでございます。

　10 月 22 日及び 11 月 21 日、自転車が届く

のを心待ちにしておられました宇城市、そし

て宇士市の仮設住宅にお住まいの皆様に無事

にお届けする事が出来ました。受け取られた

皆様の笑顔を見るたびに、熊本だけではなく

自然災害等で被災された各地の皆様に対し、

私たち個々のロータリアンがそのときどきに

何を成すべきか、どのような行動をとるべき

かを改めて教えられたような気がいたします。

　宇土ロータリークラブが、当プロジェクト

に携わって来られた多くのロータリアンの友

情に応えることができますよう、復興復旧に

向けて会員一丸となってロータリー精神、奉

仕の精神を更に高めていく所存でございます。

　今後ともご指導ご鞭捷の程、よろしくお願

い致します。

             宇土 RC 第 31 代会長　平田　誠

■財団学友  柳澤様よりご
案内　　柳澤　明良

　本日は自分が作曲家好島

王紫 ( こうじまおうし ) と

して、楽曲提供をしている

ユニット e 田橋 crazys の

CD アルバムのお知らせをさ

せて頂きます。

　このユニットはマンドリン系楽器、ギター

で編成された８名のユニットで、ジャズ、ブ

ルース、ラテンといった既存のジャンルを
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うに組んでおります。会員の皆様にには、チ

ラシで広報をお願いし、会場満席を目指して

来場者の募集にご協力願います。

　また、この企画は社会奉仕委員会が中心と

なって行いますが、当日の運営等委員会単独

では出来ませんので、クラブ全体でご協力を

お願いすると思いますので、その節はよろし

くお願いします。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

青木　邦弘／①今日は元財団学友の柳澤さん

がおみえになりました。クラブへ入会されま

せんか ?②今野先生、今日は楽しみです。

今野　丁三／本日、職業卓話をやらせていた

だきます。宜しくお願いします。今日は好天

で暖かいようです。いねむり OK ですから…

佐藤　利明／①今野先生、卓話よろしくお願

いします。②クリスマスパーティー楽しく過

ごさせて戴きました。親睦委員会の皆様ご苦

労様でした。

五十嵐　正／先日のクリスマス会では親睦委

員化の皆様に大変お世話になりました。とて

も楽しい会でした！

倉本　宏昭／①柳澤さん、ようこそ。②先日

のクリスマス親睦会楽しかったです。親睦委

員の皆様お疲れ様でした。③今野さん、卓話

楽しみです。

内田　　敏／①今野さん、本日の卓話楽しみ

です。よろしくお願いいたします。②先日の

日曜日は、家内共々、佐藤利明さんご夫妻、

太田さんご夫妻、そして岡田さんの奥様にお

世話になりました。

大川　伸一／①クリスマスパーティーは大変

楽しい思いをさせていただきまして、有難う

ございました。②今野さん、本日の卓話を楽

しみにしております。

斉藤　善孝／今野さん、卓話楽しみです。

太田　勝典／①クリスマス親睦会、楽しいひ

と時を有難うございました。②柳澤さん、お

久しぶりです。

兵藤　哲夫／田川親睦委員長、クリスマスの

催し会、ご苦労様でした。田川さんのおしみ

ないご奉仕に感謝します。

田川　富男／①クリスマス会では皆さんのご

協力をいただきまして誠にありがとうござい

ました。次年度のクリスマス会へのご協力も

お願いします②今野先生、卓話宜しくお願い

致します。

市川　慎二／①親睦委員の皆様、先日は楽し

いクリスマス例会の企画、進行ありがとうご

ざいました。②今野さん、卓話楽しみです。

後藤　英則／①今野さん、卓話宜しく。②会

員の皆様、良いお年をお迎え下さい。

関口　友宏／皆さん良いお年をお迎え下さい。

二宮　　登／クリスマス会では大変お世話に

なりました。

■職業卓話「相続税」　　　　　　今野　丁三

○相続税の申告書を中心に

　平成 27 年度の税制改正により遺産に係る基

礎控除が

「3,000 万円 +600 万円×法定相続人の数」

*改正前

　5,000 万円 +1,000 万円×法定相続人」

 となり、これだけ見ると控除額が 40% も減額

され、税額が 40% も増加したように思える。

それにしても大幅な増税といえる。

平成 28 年８月分税収・前年比、８月末累計・

前年比は次頁の表のとおりであるが、　相続税
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は単月で 18.4%、8 月累計で 43.6% の増加とな

り、大幅な増税となっています。

　相続税申告書のひな型を見ながら話を進め

たいと思いますが、まず亡くなった方の死亡

原因などを含め略歴など参考におたずねしま

す。そして、相続人についてもさしつかえの

無い範囲で職歴なども聞くことにしています。

申告書の作成を引受けることになれば資料の

収集ということになります。

その概略は、だいたい次のとおり

１）戸籍謄本。

　ひととおり相続人に取り寄せていただくが

不足分は私の事務所で収集します。被相続人

が 15 歳位まで遡ります。そして孫まで…

　時には外国籍の方、戸籍上欠落している場

合、行方不明者など、その調査に苦労する場

合もあります。

２）過去数年分の所得税の確定申告書。

　年初から死亡日までの所得税の申告書

( 準確定申告 ) の作成が必要なこと。また過

去の収入、必要経費が相続税の申告に大いに

参考となります。

３）所有財産の確認。

　これが一番の業務となり、財産評価を含め

数か月を要することもあります。

・土地、建物

　固定資産税の名寄張、評価証明書

　(非課税分を含 )

・現預金・貸付信託など

　残高証明書 (預け目、満期日、利率も確認 )

　過去数年間の預金通帳、取引明細も参考に

　見ることにしています。( これは過年度の

　情報を盛りたくさん知らせてくれます )

・有価証券等

　証券会社の残高証明書等、取引明細書も参

　考にします。また非上場株式、出資など

・その他の財産

　貸付金、差入保証金、

　ゴルフ・リゾート等の会員権

　書画、骨董、貴金属、家庭用財産、

　保険金等

・負債等　

　借入金、未払金、預り金等、葬式費用

４）財産評価

・土地

　市町村の土地、建物の評価、

　国税庁の路線価、地形、道路付、利用状況、

　環境などにより多様である

・家屋

　利用状況により減額されることあり

・有価証券

　上場株式等過去３ヶ月の低い価格を採用で

　きる

　非上場株式等は、純資産価額、配当還元法、

　類似業種比準価額等で評価する

　保険金、保険掛金等、退職金

・その他

　市場価格参考、帳簿価額、処分価格など

５）贈与財産、名義財産等

・歴年贈与

　過去３年分の確認

　実質被相続人所有財産

　相続時精算課税適用財産

６）遺産分割

　死因贈与契約などの有無

　相続税のシュミレーションなどについて検討

※相続放棄、分割不成立の場合について

７）申告書作成

遺産分割不成立時の対応

・税額控除

　配偶者の税額軽減、その他控除

・納税猶予

　農業相続人に対する特例、

　事業承継に係る自社株に対する特例

※延納、物納

　相続税の総額の計算

■次週の卓話　１/18 職業卓話 太田幸治会員

　　　　　　　　　　週報担当　五十嵐　正
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日　　時 平成28年12月７日(水) 青木　邦弘 安藤　公一 五十嵐　正 市川　慎二

１8時30分～ 滝澤  　 亮 鈴木　茂之 田川　富男 新川  　尚

二宮麻理子

場　　所 事務所 (欠　席) 佐藤　真吾 北澤　正浩 福村　　正

報告事項 １）交換留学生(塩　麻里奈)決定の件

　　・派遣国　台湾

　　・ホストファミリー6ヶ月を受けることになります。

２）岩沼RCへのXマス訪問

　　・12月9日　　　青木　新川

　　・12月21日　　安藤　滝澤　佐藤　増田

３）みなとみらいチャリティマラソン

商品の提供として、ドーナツ券6枚を提供します。

４）新年の名刺広告　10,800円

審議事項 １）タウンニュースへ「増強」広告掲載の件

　　2月4日がんセミナーの案内、3月22日の例会案内記載を条件に

　　15万円まで、 承認

２）早朝例会の開催について

　　・場所　二俣川ジョナサン

　　・時間　７時30分から８時30分

　　※3-4月になって実施 承認

３）旭区民祭り決算

　　・収入164,500円　支出243,489円　78,989円の赤字でした

　　赤字分はクラブで負担 承認

４）その他

　　①女性のがんについての講演　2月4日

　　　・予算15万円

　　　・謝礼として一人10,000円　計20,000円 承認

　　②チャリコン

　　　・予算893,000円　クラブ会員協賛一人5,000円 承認

  　③他クラブの新会員のメーキャップ代はただにする。

第5グループの決定に従う

　　④クリスマス例会謝礼

　　　・ピアノ20,000円　歌手10,000円 承認

　　⑤熊本自転車102台

　　　・収入249,193円　支出249,193円 承認

　　　※熊本自転車102台については多くのロータリアンの参加ご協力

　　　　の元、出来たプログラムです。意義ある業績賞に推薦します。

2016～2017年度　第9回　理事会 議事録7
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平 成 2 8 年 度 1 1 月 出 席 率 一 覧 表

員数 出席率他クラブ会　員　名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31　

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ホームクラブ 員数 出席率他クラブ会　員　名 ホームクラブ

例　会　日

例会出席率

修正出席率

平 均

％

％

％

％

12日

％
97.91

安　藤　公　一

安　藤　達　雄

青　木　邦　弘

福　村　　　正

後　藤　英　則

兵　藤　哲　夫

市　川　慎　二

五十嵐　　正

北　澤　正　浩

今　野　丁　三

倉　本　宏　昭

増　田　嘉一郎

本　山　雄　三

新　川　　　尚

二　宮　麻理子

二　宮　　　登

岡　田　清　七

太　田　勝　典

太　田　幸　治

大　川　伸　一

25
24

2日

96

25
24 96

23
15 65.22

23
22 96.65

100

100

 100

50

  75

  50

100

75

100

100

100

100

75

100

100

100

100

100

                  100            0 

0

0

25

50

25

25

0

25

0

0

0

0

25

0

0

0

0

25

 100

100

 125

 100

 100

                 75              

 100

 100

 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

75

75

75

75

25

75

100

80

100

100

67

25

25

25

25

50

25

0

0

0

0

33

100

100

100

100

75

100

100

80

100

100

100

齋　藤　善　孝

佐　藤　真　吾

佐　藤　利　明

関　口　友　宏

鈴　木　茂　之

田　川　富　男

滝　澤　　　亮

内　田　　　敏

矢　田　昭　一

吉　野　寧　訓

吉　原　則　光

高　梨　昌　芳

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

名　誉　会　員

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

％

％

24
21 87.5

24
24

100

16日

－出席規定免除－

30日

％

％

26
23 88.46

26
26

100

   


